フィットネス向け音響設備のご提案
パワフルでクリアーなサウンドと快適なワイヤレスシステムを実現

ご提案の概略
レッスンに便利な
ヘッドセット形マイクロホン
▼
主要機器説明
▼
フィットネススタジオ向けシステム例
▼
プールエクササイズ向け音響機器

■ ご提案させていただきますシステムはEncoreブランドの音響機器とワイヤレス機器を
組み合わせたフィットネス向け音響設備です。
■ ユニペックスEncoreブランドの音響機器は洗練されたデザインだけでなく、業務用
音響機器としてパワフルでクリアーな音楽・音声を表現いたします。

Encore アンコール とは…
迫力あるコンサート会場の余韻を楽しむかのような

■ スタジオの音響システムだけでなく、
プールエクササイズ向け音響機器もご提案いたし
ます。また、体を動かすレッスン指導で大変便利なヘッドセット形マイクロホンの
説明も記載しましたのでご覧ください。

何度でも聞きたくなる「音」をお届けいたします。
優れた音響性能と映像をリンクさせた
総合サウンドシステムです。

レッスンに便利なヘッドセット形マイクロホン
フィットネススタジオでのレッスン時など、体を動かしながら音声を拡声したい時には、ヘッドセット形マイクロホンがお勧めです。

肌に当たる部分を保護する

髪型を崩さない耳掛け式

保護パッド

ヘッドバンド
マイクコード（長さ1ｍ）

プラグ抜けを防止できる

締付けねじ付プラグ

適切な角度に調整できる

パイプ回転部
ウインドスクリーン付

マイクロホン

■耳掛け式のヘッドセットマイクを採用し、
髪型を崩すことなく使用できます。

自由に曲げられる

フレキシブルパイプ

ラインアップ

■激しい動きでもズレにくいので、
ダンス等の指導に最適です。
■バランスのとれた明瞭な音質の単一指向性のエレクトレットコンデンサー型です。

300MHz帯

800MHz帯

300MHz帯
ワイヤレスマイクロホン

800MHz帯
ワイヤレスマイクロホン

130
1000
（コード長さ）

WM-3130
94

250°
（パイプ回転角度）

WM-8131

主要機器説明
パワフルでクリアーなEncoreブランドの音響機器をご説明いたします。

4chアンプ

２ウェイスピーカー

ENA-2104

HMB-120

省電力・高出力を実現した高効
率デジタルパワーアンプです。
デジタル 方 式により、音 声 を
クリアーに再現します。
マイクロ

120W（RMS）大入力と高能率

ホンの使用頻度の高い設備にも

9 3 d B（ 1 W / 1 m ）の2ウェイ
バスレフ形スピーカーです。
迫 力あるB G Mや明 瞭なアナ

最適なチューニングを施してい
SA-801C

SA-802C

ます。

ウンスが可能です。
各種取付金具と組み合わせる
ことで、
適切な角度や方向で設置

グラフィックイコライザー

ENQ-1102

することができます。

クラスを超越した低歪率、広周
波数帯域、低残留雑音を実現。
ワイドな音質補正から、繊細な
補正まで、用途に応じて最適な
音場をクリエイトできます。

AVミキサー

ENX-1520

マルチ入力、そして優れたミキ
シング機能を装備しています。

電源制御ユニット

ENP-1212

AVシステムコントローラー、
パワーアンプなどの電源を集中

モノラル入力1〜6には、セミ

制御することができる電源制御

パラメトリックイコライザーを

ユニットです。外部機器からの

採用し、
ハウリング対策に有効な

リモートコントロールもできます。

きめ細かい音質調整ができます。

フィットネススタジオ向けシステム例
天 井 取 付 け 金 具 を 使 い 、部 屋 の 四 隅 に
スピーカーを配置し、
グラフィックイコライ
ワイヤレスアンテナ

ザーとAVミキサーを使って均一な音場を

スピーカー

設定します。
ワイヤレスシステムは、ダイバシティ通信

AVワゴン

方式で音切れやノイズを低減できます。
WR-2400にBluetooth®接続したスマート

ワイヤレス
マイクロホン

フォンなどの音源をワイヤレスで再生する
ことができます。

フロント
スピーカー
800MHz帯
ワイヤレスアンテナ
AA-812

800MHzダイバシティ
ワイヤレス受信機
WTD-8121

800MHz帯
ワイヤレスマイクロホン
WM-8131

AVミキサー
ENX-1520

AVワゴン

グラフィックイコライザー
ENQ-1102

4chアンプ
ENA-2104

リヤ
スピーカー

各機器へ電源供給

CDプレーヤー等

Bluetooth®受信機
WR-2400

電源制御ユニット
ENP-1212

※接続できる機器には、Bluetooth®機能搭載のスマートフォン、音楽再生プレーヤー等の携帯機器、
タブレットを含めたPCがあります。
※プロファイルが対応していない為、
ヘッ
ドセッ
トマイクや、
ハンズフリーマイクとは接続ができません。
※Bluetooth®のワードマークとロゴは、
Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、
日本電音株式会社はこれらの商標を使用する許可を受けています。

２ウェイスピーカー
HMB-120

プールエクササイズ向け音響機器
ワイヤレスアンプとして初の防滴性能IPX4
を実現したプールエクササイズに最適な
ワイヤレスアンプです。
ハ イ パ ワ ー（ 最 大 出 力 6 0 W 定 格 出 力
40W）で広い空間でも、しっかりと音を
伝えることができます。
Bluetooth®接続したスマートフォン等を
ワイヤレス
マイクロホン

ワイヤレスアンプ

音源に使用することで、音楽操作の度に
ワイヤレスアンプ本体に近づく必要が無く、
スムーズにエクササイズを進めることが

音楽再生も拡声もワイヤレスで！
ワイヤレスアンプ
Bluetooth®ユニットセット

ハンズフリーで拡声

オプション

手元のスマートフォン等で
音楽の選曲・スタート・ストップ
防滴
IPX4

300

60w

40w

トーン切換

ダイバシティ

最大

定格

機能

MHz

（4タイプ）

CD
SD USB
再生

CDのギャップレス再生に対応しています。

300MHz帯・ダイバシティ /CD付
防滴形ワイヤレスアンプ

WA-372CD

300MHz帯・ヘッドセット形
ワイヤレスマイクロホン

WM-3130

できます。

®

Bluetooth ユニット

BTU-100

※接続できる機器には、Bluetooth ®機能
搭載のスマートフォン、音楽再生プレー
ヤー等の携帯機器、
タブレットを含めた
PCがあります。
※プロファイルが対応していない為、
ヘッド
セッ
トマイクや、
ハンズフリーマイクとは接続
ができません。
※Bluetooth ® のワードマークとロゴは、
Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標
で、
日本電音株式会社はこれらの商標を
使用する許可を受けています。

ワイヤレスアンプの
使 用の幅が広がる
様 々なオ プション
をご 用 意しており
ます。

防滴
IP６５
300MHz帯・防滴形

ワイヤレスマイクロホン

WM-3400

●ワイヤレスマイク増設用

300MHz帯・ダイバシティ

専用ニカド蓄電池

WBT-2001

ワイヤレスチューナー

DU-350

●ワイヤレスマイク増設用

